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報告事項 

 第１号 令和３年度事業報告について 

 

〇 令和３年度事業報告 

（令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで） 

 

 令和３年度は、公益目的事業の適正な実施、情報の適正な開示、本部支部の情報共有など、

円滑な組織運営に努めたが、新型コロナウイルス感染症の影響が続き、計画した事業や行事

が実施できないなど、事業の実施などに大きな影響があった。特に、一般参加者向けのイベ

ントや緑化のＰＲ活動、参加者を募集して開催する森林づくり活動などについては、中止や

規模縮小を余儀なくされた。「みどりの少年団」活動についても、新型コロナウイルスの影

響が子どもたちにまで及び、東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリーの２年連続

中止やみどりの少年団活動発表大会でも動画審査に切り替えるなど、活動に様々な影響を

受けた。 

こうした中、「緑の募金」については、「緑の募金で進めようＳＤＧｓ」をスローガンに掲

げ、関係機関の協力を得て活動を展開した結果、募金総額は、５５，５８４，５７３円とな

り、街頭募金がほとんど実施できなかったものの、企業募金が大幅に増加したことから前年

に比べ２，２４３千円余の増加となり、関係者や募金者の協力に加え、企業のＳＤＧｓの目

標達成への認識の高まりにより、募金目標額を上回ることができた。 

また、規模の縮小はあるものの、感染症対策を講じた上で、イベント等を開催する例も見

られ、新型コロナウイルスの影響を前提に新たな動きが現れてきた１年であった。 

 

 

Ⅰ 未来の森づくり推進事業（公益目的事業１） 

多面的な機能を有する森林・樹木等の緑を将来にわたり守り育てるための普及啓発活

動等を実施した。 

 

 １ 緑を守り育てるための普及啓発活動 

 （１）緑を守り育てる普及啓発イベントの開催及び助成事業 

   ① ぎふ山の日イベントの開催事業 

岐阜県、岐阜県山林協会、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会と

共催で「ぎふ木育ＷＥＥＫ２０２１」を計画したが、中止した。 

 

   ② ぎふの木フェスタの開催事業 

岐阜県、岐阜県山林協会、岐阜県森林組合連合会、岐阜県木材協同組合連合会等

と共催で「ぎふの木フェスタ２０２１」を計画したが、中止した。 

 

 



 

 

 

 

   ③ 植木祭り事業 

     県下６地域で予定したが、３地域で実施された「植木祭り」事業（苗木配布事業）

に対して助成した。 

実施主体 実施場所 実施日 配布樹種と本数 

川上まちづく

り推進協議会 
夕森公園 

令和３年 

４月１１日 

第 72 回植樹祭で植栽 

モミジ        ５０ 

付知町優良材

生産研究会 

道の駅「花街道

付知」 

令和３年 

５月３日 

苗木を配布 

ドウダンツツジ  １５０ 

ブルーベリー   １００ 

ハナミズキ     ２４ 

ミツバツツジ   １００ 

エゴノキ      ５０ 

アセビ       ２６ 

ソヨゴ       ５０ 

下呂市みどり

の祭り実行委

員会 

小坂町 

「きこりセン

ター」 

令和３年 

６月６日 

公民館に苗木を植栽 

ドウダンツツジ   １８０ 

ライラック      ２０ 

ハナモモ        ７ 

３団体 ３箇所   合  計     ７５７本 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ④ ふるさとの巨樹・名木探訪観察会 

     県下に存在する巨樹や名木を訪ね、樹木にまつわる歴史や保存等について学ぶ

観察会を計画したが、中止した。 

 

 

   ⑤ みどりの少年団活動支援事業 

     みどりの少年団の活動に必要な教材や資材を作成又は購入して、配布した。 

作成品目 作成（購入）部数 

みどりの少年団活動手帳 

「伊吹山花の観察ガイド」 
４，４００部 

苗木の配布（中津川市付知町） 



 

 

 

 

 

   ⑥ 恵みの森づくり事業 

     地域のシンボルとなる森や記念の森の整備に対して助成した。 

実施主体 実施場所 実施面積 事  業  内  容 

山いきさの会 郡上市八幡町 

初納地内 ０．５ha 

・せせらぎ街道沿いの伐採跡地

の景観保持と緑化推進のた

め、広葉樹２００本を植栽 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦ 学校林を活用した森林環境教育促進事業 

     森林環境教育促進のため、学校と連携して、学校林を活用した小・中学生の森林

環境教育を支援するボランティア団体に助成する。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

該当なし    

 

 

⑧ 緑の少年団活動促進事業 

緑の少年団活動を促進するため、少年団が行う学習活動等の充実、地域との連携

強化等の事業に対して助成した。    

実施主体 実施場所 事   業   内   容 

郡上東中学校 

緑化少年団 

郡上市和良町 

郡上東中学校 

芝桜、サラサドウダン、サツキの手入れ、植込み 

野菜、果物の苗植えや収穫など 

 

 

   ⑨ 学校環境緑化モデル事業 

     学校環境の緑化を通じて、環境教育を推進する小学校や特別支援学校や地域の

学校関連団体に助成した。    

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

羽島市立 

桑原学園 

羽島市桑原

町 

学校敷地内の緑化 ・クワノキの植栽 

・学校内の樹木の剪定等 

 

広葉樹の植栽（郡上市八幡町初納） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑩ 子どもたちの未来の森づくり事業 

     小・中学生の森の遊びや森林環境教育のフィールドとしての地域のシンボルと

なる森づくりを行う団体に助成した。 

実施主体 実施場所 事 業 名 事  業  内  容 

大野町野区自

治会 

 

大野町大字

野地内 

名勝「金尾滝」周辺

の「森の学び」整備

事業 

・森林整備（抜き伐り０．３ha、

広葉樹植栽１２０本） 

・ベンチ等の設置 など 

吉田地域活性

化委員会 

恵那市明智

町吉田地内 

閉校してもみんな

の森はみんなで守

ろうﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

地域のシンボル「すわがね」の 

登山道整備、頂上付近の森林整 

備と桜の植樹、ﾂﾘｰｸﾗｲﾐﾝｸﾞ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑪ 森の教室 

     幼稚園や保育園児などに森林の役割や大切さを伝えるため、「森の教室・どんぐ

りくんと仲間たち」が保育園等を訪れ、園児たちともに森づくりの一歩となるどん

ぐり蒔きなどの活動を行うものであるが、該当がなかった。 

 

 

 

 （２）選奨・表彰・コンクール等事業 

   ① 緑化功労者会長表彰 

     令和２年度に選考した緑化功労者（３名、２団体）の方々に６月４日の第１０回

定時総会席上において、当委員会会長から表彰状を授与した。 

  

クワノキの植栽（桑原学園） 

 

広葉樹の植栽地（大野町野区） 



 

 

 

 

    ・緑化功労者会長表彰者 

氏  名 市町村 表  彰  理  由 

長谷川 政弘 揖斐川町 

永年にわたり森林組合の役職員として、地域の森林整備に

尽力するとともに、木材生産活動にも取り組み、地域の林

業発展に貢献。 

山田 將浩 御嵩町 

永年にわたり「御嵩町名木等審査委員会」の会長として、

町内の樹木を隈なく調査し、約１００本の名木を選定し、

町民に対する樹木の保護や自然保護の啓蒙普及に貢献。 

内木 篤志 中津川市 

永年にわたり森林組合の役職員として、地域の森林整備、

木材生産・加工・販売に尽力するとともに、子どもたちの

森林学習や企業の森づくりなどの森林環境教育にも携わ

り、地域の森林づくりに貢献。 

水土里隊 御嵩町 

永年にわたりボランティア活動により御嵩町有林や町内

の森林の整備に携わるとともに、企業による森づくり活動

を支え、地元の小・中・高校生の森林環境学習にも協力し、

地域の森林づくりに貢献。 

日吉町まちづく

り推進協議会 
瑞浪市 

永年にわたり地域の活性化に取り組み、里山整備や環境緑

化に尽力するとともに、小学生の里山教室の講師を務める

など、森林環境教育の実践に貢献。 

    （敬称略） 

 

 

  

緑化功労者表彰 

内木さん 佐藤会長 長谷川さん 

緑化功労者表彰 

山田さん 渡邊町長 水土里隊 



 

 

 

 

 

 

   ② 国土緑化・育樹運動標語コンクール 

     令和４年用の国土緑化・育樹運動標語の募集と選考を行い、２５２点の応募の中

から、優秀作品１０点を公益社団法人国土緑化推進機構へ推薦した。 

 

優秀作品 

NO 標     語 氏 名 学 校 名 
学

年 

１ みどりの木 みんなでふやそう そだてよう 左髙 晴斗 羽島市立足近小学校 ５ 

２ 育てよう きらめく緑 みんなの宝 登坂  颯 羽島市立福寿小学校 ４ 

３ 育てよう 未来へつなぐ 緑の世界 中山 清意 海津市立大江小学校 ５ 

４ 育てよう つづく未来に 緑の芽 鳥本 来倖 大野町立揖東中学校 １ 

５ 守りたい 未来へつなぐ 豊かな緑 小椋 優菜 大野町立揖東中学校 ２ 

６ 育てよう 僕らの心と 木の生命 吉村 旺大 大野町立揖東中学校 ２ 

７ 未来への 希望の光 小さな芽から 常富穂乃花 大野町立揖東中学校 ２ 

８ 小さな芽 未来に差し込む 大きな光 藤田 龍星 大野町立揖東中学校 ３ 

９ 木を使い 植えて育てて まもる山 木村 風優 関市立金竜小学校 ３ 

10 おおきな木 みんなのくらし つくるゆめ 大澤來怜愛 郡上市立和良小学校 ４ 

（敬称略） 

 

 

   ③ 各種コンクール表彰等贈呈事業 

各種コンクール等の参加者や受賞者に記念品（木製オリジナルスタンド）を贈呈し、

緑化の普及啓発を図った。 

 

 

 

  



 

 

 

 

Ⅱ 緑の募金事業（公益目的事業２） 

 

 令和３年の緑の募金活動については、「緑の募金で進めようＳＤＧｓ」をスローガンとし

て展開し、春期は３月１日から５月３１日、秋期は９月１日～１０月３１日の年２回を「緑

の募金期間」と定めて、県、各市町村、みどりの少年団、ボーイスカウト等の協力を得て、

家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金、学校募金などの取り組みを進めてきたが、令和

３年も新型コロナウイルスの感染症拡大の影響が続き、外出の自粛や人との接触の回避等

が求められ、予定していたイベント等が開催できないなど、街頭募金をはじめ、募金活動に

影響を受けた。一方で、企業のＳＤＧｓへの認識が高まり、社会貢献活動とともに、緑の募

金へ協力が大きく増えてきた 

 このため、募金の結果は、街頭募金で１１１千円余、職場募金で１６２千円余減少したも

のの、家庭募金で９６千円余、企業募金で２，２７５千円余、学校募金で１１６千円余増加

し、とりわけ企業募金が大幅に増加したことから、募金総額は５５，５８４千円余と、前年

に比べ２，２４３千円余の増加となり、募金目標額の５５，０００千円を上回ることができ

た。増加分のほとんどが企業募金であり、企業のＳＤＧｓへの関心の高さが表れているもの

と思われる。企業募金以外では、増減幅も小さく、コロナ渦にあったものの、支部をはじめ、

関係者並びに募金者の協力が大きかったものと思われる。 

 募金の種類別の割合は、家庭募金８２％、企業募金１３％、職場募金４％で、全体の９９％

を占めている。 

 

 

 

  



 

 

 

 

 １ 緑の募金による公募事業 

  

（１）緑の募金公募事業 

森林ボランティア等が企画した森林整備事業及び緑化推進事業を公募により、１２

団体で実施した。 

区 分 実 施 主 体  実 施 場 所 ・ 内 容  

森林整備・

緑化推進 

特定非営利活動法人 

ぎふし森守クラブ 

岐阜市 ながら川ふれあいの森,金華山,他

関市  中部学院大学 

≪植樹、間伐、下刈り、登山道補修、竹林

整備、歩道整備等≫ 

森林整備・

緑化推進 

みどりの丘 各務原市尾崎地内 

≪通学路沿線の森林整備（除間伐）、病虫害

被害木の伐採等≫ 

森林整備 生命の水と森の活動セ

ンター協議会 

揖斐川町開田(通称 徳山ダムコア山) 

≪実のなる木植栽地の植樹、下刈り、獣害

防止カバーの設置等≫ 

森林整備 明宝山里研究会 郡上市明宝気良地内 

≪せせらぎ街道沿いの伐採跡地への植栽≫ 

緑化推進 桜ヶ丘自治会 可児市桜ケ丘ハイツ地内 

≪街路樹の桜の復元と法面ツツジの整備≫ 

森林整備 多治見市市之倉森づく

り部会 筒小屋の森 

多治見市市之倉地内 

≪荒廃森林の間伐・整備、作業道の整備≫ 

森林整備 小里川ダム里山教室 瑞浪市陶町小里川ダム湖畔  

≪除間伐、枯損木除去、植栽等≫ 

森林整備・

緑化推進 

「水と街道」東濃会 中津川市四ツ目川流域 

≪竹林整備、植樹、竹炭生産、竹細工指導等≫ 

森林整備・ 

緑化推進 

付知町優良材生産研究

会 

中津川市付知町（市有林） 

≪付知町地内の２小学校の新入生が花の

咲く木や実のなる木を植樹≫ 

緑化推進 水源林を守る会 中津川市田瀬地内 

≪下刈り、地元小学生卒業記念植樹等≫ 

緑化推進 羽根区 下呂市萩原町羽根地内 

≪集落近接の巨木の除去と憩いの場整備≫ 

森林整備 黒内区山林整備委員会 飛騨市古川町黒内地内 

≪果樹園跡地への広葉樹の植栽≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）学校環境緑化公募事業 

 

学校環境の緑化通じて環境教育を推進するため、学校敷地内の緑化を公募により、９

校で実施した。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

岐阜市立長森西小学校 
岐阜市北一色５丁目 

長森西小学校構内 

学校敷地内の桜の樹勢回復と植樹 

３年生が桜のお話を聞く会 

羽島市立足近小学校 
羽島市足近町７丁目 

足近小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

木工教室 

羽島市立中央中学校 
羽島市竹鼻町飯柄 

中央中学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

森林の役割などの学習（理科） 

竹林の整備（岐阜市） 

小学６年生卒業記念植樹（中津川市福岡町） 

果樹園跡地へ広葉樹の植栽（飛騨市古川町） 小学１年生入学記念植樹（中津川市付知町） 

 



 

 

 

 

羽島市立羽島中学校 
羽島市足近町７丁目 

羽島中学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

生物多様性や木材の有効活用を学習 

海津市立城山小学校 
海津市南濃町駒野 

城山小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

学校周囲の森林観察など 

組合立養基小学校 
揖斐郡池田町田中 

養基小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

間伐体験、雨水実験など 

中津川市立下野小学校 
中津川市下野 

下野小学校構内 

赤松の剪定及び樹幹注入 

森林学習と伐採作業現場見学 

下呂市立中原小学校 
下呂市焼石 

中原小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

地区の山に登り、木や植物の学習 

下呂市立萩原小学校 
下呂市萩原町萩原 

萩原小学校構内 

学校敷地内の樹木の剪定等 

下呂の自然や森林の働きなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）緑の空間利活用森林環境教育公募事業 

 

民間のＮＰＯ法人やボランティア団体等による、学校林等の緑の空間を利活用した

森林環境教育を推進する事業を公募により、２団体で実施した。 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

本巣林研クラブ 

本巣市神海地内 

本巣市立外山小学校

「コボ山」 

シイタケ、ヒラタケ等の栽培 

丸太伐り体験等 

地域の自然学習、除・間伐整備等 

海津市立城南中学校 

海津市南濃町駒野奥

条入会地内 

城南中学校学校林他 

学校林の歴史、森林の働き、道具

の使い方の学習 

学校林での林業体験（未実施） 

 

 

 

 

校庭の樹木の剪定（羽島中学校） 



 

 

 

 

 

 

 （４）みどりの少年団活動促進公募事業 

 

みどりの少年団を育成し、活動を支援するため、活動計画に基づき実施する事業を公

募により、３団で実施した。 

 

実 施 主 体 実 施 場 所 内    容 

城山小学校 

みどりの少年団 

海津市南濃町駒野 

城山小学校及び周辺 

学校周囲の森林の観察（３年生） 

カキ栽培体験（５年生） 

中野方小学校 

みどりの少年団 

恵那市中野方町 

坂折棚田、財産区有

林、金山ﾁｯﾌﾟｾﾝﾀｰ他 

棚田の米づくり、森の健康診断、

水源の森探索、木の駅プロジェク

ト、モリ券の利用など 

上矢作小学校 

みどりの少年団 

恵那市上矢作町 

上矢作小学校及び周

辺 

花壇づくり、校内の緑地整備、リ

サイクル活動の学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 緑化の推進事業 

 （１）みどりの少年団育成事業 

  ① みどりの少年団活動促進事業 

   県内の緑の少年団の育成及び活動の支援を行った。 

     ア みどりの少年団６９団体（５，３７１人）の緑化活動、地域奉仕活動、森林教

室等に対して助成した。 

 

     イ 「岐阜県みどりの少年団活動発表大会」を３つのみどりの少年団が参加して令

和４年１月に開催するよう準備したが、通常方式に加え、Ｗｅｂでも開催できな

かったので、発表の様子を収録した動画を視聴して審査した。 

 

お気に入りの木の交流会（城山小学校） 

 

木の駅プロジェクト活動（中野方小学校） 

 



 

 

 

 

   ② 第４５回東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリー 

     愛知、三重、岐阜の３県の緑化推進委員会、国土緑化推進機構、三菱ＵＦＪ環境

財団が主催する東海地区みどりの少年団（隊）サマージャンボリーを、本県が当番

を務め、日帰りの行程により、８月６日（金）に関ケ原町内の伊吹山、岐阜関ケ原

古戦場記念館などで開催するよう準備を進めた。しかし、新型コロナウイルス感染

症の影響により、昨年度に引き続き開催できず、しおり「伊吹山花のガイド」、木

工キット「フォトペン立て」等を参加予定みどりの少年団へ配布し、開催に代えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ③ ボーイスカウト森林環境教育支援事業 

     例年、ボーイスカウト岐阜県連盟が行う森林環境教育、林業体験活動、ボーイス

カウト林の整備、緑の募金活動等に助成しているが、令和３年度も春期の街頭募金

が実施できなかったので、助成金額は６６，０００円と少額となった。 

 

   

 （２）緑化の普及啓発事業 

   ① 緑化普及啓発資材購入・配布事業                

     緑化を推進するため、国土緑化推進運動ポスター、育樹運動ポスター、ぎふ木育

ガイドブック等の資材を購入・配布した。 

国土緑化運動ﾎﾟｽﾀｰ 育樹運動ﾎﾟｽﾀｰ 門松ｶｰﾄﾞ ぎふ木育ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ 

1,000 部 1,000 部 339,175 部 500 部 

 

 

② 緑の育成と樹木保護・保存セミナー開催事業 

     県民参加による森林づくりや貴重な樹木の保護・保存を推進するため、岐阜県緑

の博士（グリーンドクター）協議会と共催で、開催を検討したが、実施できずに中

止した。 

 

 

 

サマージャンボリー配布記念品 

 

タオル 木工キット、蛍光ペン 

しおり「伊吹山花の観察ガイド」 



 

 

 

 

 

   ③ 木材利用普及啓発親子木工教室 

     森林の大切さ、木材の良さをＰＲするとともに、木材の利用促進を図るため、岐

阜県木材利用推進協議会と連携して、子どもたちを対象に親子木工教室の県下４

地区（中津川市３、飛騨市１）で開催し、７６名が参加した。 

 

 

３ 緑の募金活動の実施 

 （１）緑の募金資材の購入事業 

    緑の羽根、緑化バッジ、緑の募金箱、募金チラシ、緑の募金ポスターを購入し、募

金活動に充てた。 

   

緑の羽根 緑化ﾊﾞｯｼﾞ 募金ﾌｧｲﾙ 募金箱 募金ﾁﾗｼ 募金ﾎﾟｽﾀｰ 

513,500 本 2,250 個 2,700 枚 - 個 182,200 枚 1,000 部 

 

 

 （２）募金活動推進事業 

   ① 緑の募金推進会議の開催 

    ア 緑の募金運営協議会の開催 

      「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第７条の規定による運営協

議会を計画したが、書面による開催とし、委員から意見を聴取した。 

       開催日  令和４年２月１日に委員１２名へ会議資料を送付し、２月１５

日までに回答書が提出された。    

       出席者  委員１２名 

       議 題  第１号 令和３年緑の募金実績と令和３年度事業について 

            第２号 令和４年緑の募金計画と令和４年度事業について 

 

  イ 緑の募金推進会議の開催 

      緑の募金の推進を図るため、各支部の代表による推進会議の開催を下記のと

おり計画したが、開催できず、資料を送付して、質問や意見を求めた。 

       開催日  令和４年２月１６日付けで４２支部へ会議資料に説明概要を添

付して送付した。 

       議 題  ① 令和３年緑の募金実績と令和３年度事業について 

            ② 令和４年緑の募金計画と令和４年度事業について 

            ③ 令和４年緑の募金実施要領について 

            ④ 令和４年度地域緑化推進活動事業実施要領について 

 

 



 

 

 

 

    ウ 緑化推進委員会支部事務担当者会議の開催 

      各支部担当者の会議の開催を令和３年４月下旬に予定したが、開催できず、令

和３年４月１日付けで会議資料を送付し、支部からの質問等に回答した。 

       説明項目 ① 緑化推進委員会の組織及び運営について 

            ② 緑化推進委員会ホームページの活用について 

            ③ 緑の募金と地域緑化推進活動事業について 

 

    エ 第５５回中部地区緑化推進協議会への参加 

      中部９県の緑化推進委員会及び国土緑化推進機構が集まり、緑化の推進や緑

の募金運動の展開等を協議する会議を各県持ち回りで開催し、令和３年度は福

井県内での開催が計画されたが、開催できずに１２月２３日（木）に書面及びＷ

ｅｂで開催した。 

 

   ② 緑の募金推進活動 

    ア マスメディアを通した広報活動 

      例年、４月にぎふチャンテレビ（岐阜放送）のニュース番組に出演して、緑化

推進委員会の取り組みを紹介しつつ、緑の募金への協力を呼びかけてきたが、実

施できなかった。 

      また、岐阜県山林協会が刊行している「森林のたより」には緑化関係記事や広

告を、県猟友会の会報には広告を掲載し、普及啓発に努めた。その他、高額寄附

等については、その都度当委員会ホームページに掲載するとともに、新聞社にも

情報提供した。 

 

    イ みどりの女神の来訪 

      全国植樹祭や育樹祭の開催地のその後の取り組みなどをみどりの女神が取材

し、番組を制作する国土緑化推進機構の新たな企画により、５月に「みどりの女

神２０２１」が谷汲緑地公園を訪れたので、取材に協力するとともに、郡上漁業

協同組合の「源流の森づくり」の収録にも協力した。 

      なお、番組は、国土緑化推進機構のホームページ内の「チャンネル国土緑化」

で視聴できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 みどりの女神２０２１ 小林優希さん 

（揖斐川町谷汲 天皇林） 

郡上漁協組合長への取材（郡上市大

和町） 



 

 

 

 

    ウ 街頭募金、募金協力依頼等の活動 

      新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出自粛や人との接触の回避等

が求められ、街頭募金の会場となるイベントがすべて中止となり、例年４月に開

催する岐阜市の「道三まつり」会場をはじめ、街頭募金は、昨年に引き続きほと

んど実施できなかった。 

 

    エ 品物による緑の募金 

      ＴＭコミュニケーションサービス株式会社が主宰する「お宝エイド」に参加し、

品物による緑の募金に取り組み、２品目 １，６３９円の実績があった。 

 

    オ 緑の募金高額寄附者への感謝状贈呈 

   「緑の募金」へ高額の寄附（１０万円以上）をいただいた方々に対し、６月４

日の第１０回定時総会の席上で、会長から次の方々に感謝状を贈呈した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

緑の募金へ高額の寄附をいただいた方々 所在地 

株式会社平和堂 彦根市 

ダイドードリンコ株式会社 大阪市 

岐阜トヨペット株式会社 岐南町 

株式会社大垣共立銀行 大垣市 

株式会社河合寿司 大垣市 

西濃緑化推進協議会 大垣市 

緑の募金感謝状贈呈 

（ダイドードリンコ 佐藤会長 大垣共立銀行） 

緑の募金感謝状伝達（岐阜トヨペット） 

団体からの緑の募金（岐阜中央ライオンズクラブ） （岐阜県ＬＰガス協会） 



 

 

 

 

 

 

４ 地域緑化推進活動事業 

 

  ４０支部において、緑の募金活動及び地域の森林整備、緑化推進等の事業を実施した。 

 

岐阜市緑の募金委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、学校募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 道三まつり用苗木の購入（ﾊﾅﾓﾓ 60、ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ 65、ﾌﾞ

ﾙｰﾍﾞﾘｰ 60 本）、わが家のシンボルツリー事業 

ながら川ふれあいの森に木製ベンチ 5 基設置 

 

羽島市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、学校募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 保育園、小・中学校、自治会等 18 団体の事業に助成

（植栽 3 事業(ｻｸﾗﾝﾎﾞ 2、ｺﾅﾗ 1、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 1 本)、剪定

等 14 事業、花飾り等 9 事業） 

 

各務原市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

森林整備事業 尾崎南自治会等周辺森林整備助成、日本ラインうぬ

まの森登山道整備、八木山砂防ダム周辺緑化（ｺﾌﾞｼ

5、ｱｶｼﾃﾞ 5、ﾓﾐｼﾞ 5、ﾊﾅﾓﾓ 8 本） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 うぬまの森害虫防除（樹幹注入）、伊木の森植樹（ｷﾝ

ﾓｸｾｲ 20 本）、新境川堤防に桜植樹（ｿﾒｲﾖｼﾉ 30 本） 

伊木の森に間伐材ﾍﾞﾝﾁ 4 基設置 

緑化の普及啓発 織田信長公園通学路に木製ﾌﾟﾗﾝﾀｰ 20 基設置 

 

山県市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 みやまの森展望台修繕工事 

緑化の普及啓発 自治会苗木配布事業（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10、ｿﾒｲﾖｼﾉ 30、ﾓﾐｼﾞ 5、

ｷﾝﾓｸｾｲ 10、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 6、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 18、ﾂﾂｼﾞ 20、ﾓｸﾚﾝ 10

本） 

はじかみ林道ウォークで苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 230 本） 

 

 



 

 

 

 

瑞穂市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公園植樹事業（十九条公園ﾊﾅﾐｽﾞｷ 1、彦内公園ﾊﾅﾐｽﾞ

ｷ 1、柳一色公園ｹﾔｷ 1、大月地内市道沿いｸｽﾉｷ 5 本） 

 

本巣市緑の募金会 

緑の募金活動 家庭募金、企業募金 

緑化推進事業 みどりの少年団

育成 

木工教室（市内 8 小学校）ペン立て作成 360 個 

 

緑化の普及啓発 真桑幼稚園に木製ベンチ 1 基設置 

本巣幼稚園に木製テーブル 2 台、椅子 8 個設置 

 

岐南町緑のまち委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 町子育て包括支援センターへ木製ﾍﾞﾝﾁ 8 基、本立て

3 台を配布 

 

笠松町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 町福祉健康センター植栽帯の改修（ｻﾂｷの植替等） 

 

北方町緑の募金会計 

緑の募金活動 家庭募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 清流平和公園植栽（ｴｺﾞﾉｷ 1、ﾔﾏﾎﾞｳｼ 3、ｼﾏｸﾞﾐ 1 本） 

町制 120 年記念公園植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 1 本） 

グリーン通り植栽修繕（ｻﾙｽﾍﾞﾘ 4 本） 

 

大垣市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 みどりの街東公園（ﾛｳﾊﾞｲ 1 本）、西部幹線排水路（ｷ

ﾘｼﾏﾂﾂｼﾞ 64 本）、薬木広場（ｳﾒ、ｷﾊﾀﾞ､ｺﾌﾞｼ､ｻﾙｽﾍﾞﾘ各

1 本）、街路樹補植（ﾊﾅﾓﾓ 25 本）、上石津地区（ﾊﾅﾓﾓ

40 本）、本今公園（ﾌｨﾘﾌｪﾗﾌｵｰﾚｱ 9、ﾊｲﾋﾞｬｸｼﾝ 9 本、

ｼﾊﾞｻﾞｸﾗ）、大垣公園（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 1 本）、加賀野地内街

路樹更新（ﾊﾏﾋｻｶｷ 6、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 1 本）、三塚町市道沿線

（ｻｸﾗ 7 本） 

緑化推進事務費 緑の募金用ﾎﾟﾛｼｬﾂ・ﾌﾞﾙｿﾞﾝ 30 着制作、丸ｲｽ 10 基 



 

 

 

 

 

養老町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 各公共施設等へ苗木配布（ｿﾒｲﾖｼﾉ 15、ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10、ｸ

ｻﾓﾐｼﾞ 20 本） 

植樹祭等行事 養老公園へﾔﾏｻﾞｸﾗ 2 本植樹 

緑化の普及啓発 新入学児童へ町の木「ツゲ」（ｷﾝﾒﾂｹﾞ 188 本）を配布 

間伐材ﾍﾞﾝﾁ 2 基設置 

 

垂井町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 垂井北山山麓千本桜補植事業（池田明神線ｿﾒｲﾖｼﾉ30） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設・街路へ緑化木を植栽（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 5、ｺﾌﾞｼ 5、

ﾔﾏﾌﾞｷ 10、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 5、ｻﾂｷ 18、ｶﾝﾂﾊﾞｷ 10 本） 

みどりの少年団

育成 

大滝みどりの少年団活動助成（植樹、林業教室等） 

 

関ヶ原町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 桃配山運動公園樹木剪定 

緑化の普及啓発 緑化関連図書購入・配布（関ヶ原ふれあい図書館 19

冊、関ケ原小学校 8 冊、関ヶ原中学校 9 冊） 

 

神戸町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 町内街路整備（ﾗｶﾝﾏｷ 3 本、ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 160 株） 

 

輪之内町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 その他の緑化 本戸地区ｱｼﾞｻｲ剪定 191 本 

 

安八町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 安八百梅園に梅の植栽（ｼﾀﾞﾚｳﾒ 1 本） 

 緑化の普及啓発 木製ベンチの設置 2 基（総合体育館） 

 

 



 

 

 

 

海津市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 生活環境保全林（月見の森）で森林病害虫防除 25m3 

緑化推進事業 公共施設の緑化 月見の森植栽（ｱｼﾞｻｲ 45 本） 

みどりの少年団

育成 

海津市みどりの少年団育成 

 

揖斐川町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、企業募金、その他 

緑化推進事業 公共施設の緑化 谷汲緑地公園補植（ﾐｽﾞﾒ 2 本）遊歩道下草刈 600 ㎡ 

 

大野町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、企業募金、その他 

森林整備事業 野区森林空間散策道維持管理（下草刈り等 10.3ha） 

 

池田町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 池田の森に広葉樹を植栽（ｸﾘ 50、ｺﾅﾗ 50 本） 

 

関市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公立保育園の緑化（未定） 

緑化の普及啓発 間伐材ベンチ 7 基（濃州関茶屋 4 基、星とり山 1 基、

他 2 基）、木のおもちゃ（公立保育園 11 ｾｯﾄ） 

消毒液ｽﾀﾝﾄﾞ（公共施設 19 基） 

自治会等苗木配布 

一色ｶﾀｸﾘ保存会（ｺﾅﾗ 5、ｼｲ 10 本）、洞戸保育園（ﾔﾏ

ﾓﾓ 1、ｼﾞｭｰﾝﾍﾞﾘｰ 1、ｶｼｸﾞﾙﾐ 1 本）、俵保育園（ﾕｰｶﾘ 1、

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 1、ｽﾓﾓ 1、ｷﾝﾓｸｾｲ 1、ｷﾝｶﾝ 1 本）、広見交遊

会（ｻｸﾗ 20、ﾓﾐｼﾞ 20、ﾊﾅﾓﾓ 10、ｱｼﾞｻｷ 10 本）、下有

知中組友志（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 3、ﾓﾐｼﾞ 3 本）、下迫間自治会

（ｻｶｷ 20、ﾊﾅﾓﾓ 20 本） 

環境ﾌｪｱ苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 200 本） 

 

 

 

 



 

 

 

 

美濃市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 市内 14 自治会へ緑化啓発苗木配布（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 240、

ｲﾁｼﾞｸ 27、ﾕｽﾞ 77、ﾐｶﾝ 18、ｶｷ 5、ｸﾘ 6、ﾓﾐｼﾞ 35、ｶｴ

ﾃﾞ 10、ｿﾖｺﾞ 10、ﾚﾓﾝ 10 本） 

前年発注分（ﾊﾅﾓﾓ 70、ﾚﾝｷﾞｮｳ 200、ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 352、

ﾕｽﾞ 53、ｲﾁｼﾞｸ 26、ﾐｶﾝ 20、ｻｶｷ 20、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 10、

ﾊｷﾞ 5、ﾘﾍｲｸﾞﾘ 5、ﾐﾂﾏﾀ 6、ﾖｼﾉｻﾞｸﾗ 10 本） 

「助右衛門サもみじ」苗木配布（ﾓﾐｼﾞ 10 本） 

以安寺山植栽（ｳﾒ 50、ﾊﾅﾓﾓ 50、ﾖｼﾉｻﾞｸﾗ 50 本） 

 

郡上市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑへ牡丹苗 52 本植樹 

深戸自治会の伐採跡地への植樹（ﾔﾏﾊﾝﾉｷ 100 本） 

みどりの少年団

育成 

市内みどりの少年団 7 団に活動助成 

緑化の普及啓発 普及啓発用タオル作成 600 本 

 

坂祝町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 自治会へ苗木を配布（ｿﾒｲﾖｼﾉ 5、ｻｸﾗﾝﾎﾞ 2、ｶｷ 3, 

ﾐｶﾝ 6、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 3、ﾔﾏﾓﾐｼﾞ 10、ｼﾀﾞﾚﾓﾐｼﾞ 10 本） 

緑化の普及啓発 間伐材のベンチ 4 基を自治会管理の公園へ設置 

 

富加町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 役場（ﾔﾏﾎﾞｳｼ 1 本）、道の駅「半布里の郷」（ﾔﾏﾎﾞｳｼ

2 本）、老人介護施設（ｻｸﾗ 1、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 50 本）植

栽 

 

川辺町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 権現山広場に桜植栽（ｼｷｻﾞｸﾗ 4 本） 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 木工教室開催に代えて町内３こども園へ木工キット

配布（ﾌｫﾄﾌﾚｰﾑｽﾀﾝﾄﾞ 90 ｾｯﾄ） 

 



 

 

 

 

七宗町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 社会福祉協議会ｻﾝﾎｰﾑ七宗へ木製テーブル・ベンチ 

1 ｾｯﾄを設置 

 

八百津町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 錦津小・篠島小交流会で冊子「森林の働き」を 40 冊

配布 

めい想の森公園に間伐材ベンチ 8 基を設置 

 

白川町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 登山道整備（笹刈り 箱岩山、寒陽気山） 

緑化推進事業 みどりの少年団

育成 

黒川中学校緑化少年団活動支援（シイタケの菌打） 

 

その他の緑化 黒川小学校（ｼｲﾀｹ菌打、花壇整備）、白川小学校（花

壇づくり、野菜収穫等）、小野桜会（植樹、下刈）、桜

山会（植樹、下刈）、美濃白川どんぐり会植栽（ﾔﾏｻﾞ

ｸﾗ 20、ｵｵﾔﾏｻﾞｸﾗ 10、ｵｵﾓﾐｼﾞ 20、ｺﾊｳﾁﾜｶｴﾃﾞ 20、ｹﾔｷ

10、ｱｶｼﾃﾞ 10 本）（ｼｲﾀｹ菌打）、和泉の桜を守る会（下

刈 1,350 ㎡）、ｸｵｰﾚの里植栽（ｺﾅﾗ 8 本） 

 

東白川村緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 みどりの少年団

育成 

東白川中学校緑化少年団林業体験学習事業（村有林ﾋ

ﾉｷ 10 本植栽、ひのき備林見学、五木のしおり 16） 

 

 

美濃加茂市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

森林整備事業 美濃加茂市牧野地区森林整備事業（支障木伐採） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 下米田地区さくらの森園内広場整備 

植樹祭等行事 上蜂屋地区植樹事業（ﾔﾏｻﾞｸﾗ 5、ﾔﾏﾓﾓ 3、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 15、

ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 12 本） 



 

 

 

 

みどりの少年団

助成（森林環境

教育団体助成） 

子ども会連絡協議会助成（木のｽﾌﾟｰﾝづくり 26 名） 

大洞里山整備隊助成（野外活動講師謝金） 

こどもの庭（野外活動講師謝金） 

みのかも健康の森（自然観察会講師謝金） 

緑化の普及啓発 市議会用ｱｼﾞｻｲ苗 30 本購入、 

親子木工教室（みのかも健康の森）（ﾗﾀﾞｰｼｪﾙﾌ、ｷｯｽﾞ

ﾁｪｱ 10 基）、ｱﾍﾞﾏｷﾒﾀﾞﾙ作成 20 個 

ｱﾍﾞﾏｷ万年筆制作（加茂高校とｺﾗﾎﾞ） 

作業用長靴購入 1 足 

 

可児市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

竹林救援隊（チッパー借上げ）、南帷子小学校わんぱ

く山整備（チップ粉砕・散布等）、旭小学校えがおの

森整備（チップ粉砕・散布等）、薬王寺周辺緑化木植

栽（ｼﾃﾞｺﾌﾞｼ 10、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 5、ﾐﾂﾊﾞﾂﾂｼﾞ 10、ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ

10、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 10 本） 

 

御嵩町緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金 

森林整備事業 森林整備用機械（薪割り機）購入助成 

森林整備用消耗品購入（草刈機替刃 2 枚） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 みたけの森へ間伐材ベンチ 2 基を設置 

 

多治見市緑化推進委員会 

緑の募金活動 職場募金、企業募金、学校募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 梅平団地に植栽（ﾊﾅﾐｽﾞｷ 4、ｿﾒｲﾖｼﾉ 7 本） 

 

土岐市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 苗木配布 大富区（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 5、ｿﾒｲﾖｼﾉ 30 本）、久

尻里山を愛する会（ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ 20 本）、土岐津町町づ

くり協議会（ｼﾀﾞﾚｳﾒ 10、ﾊﾅﾓﾓ 10、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 20 本） 

緑化の普及啓発 間伐材ベンチ設置（肥田公民館 6 基、杉焼池 4 基） 

 

 

 



 

 

 

 

瑞浪市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 小里川ダム湖畔（ﾉﾑﾗﾓﾐｼﾞ 5、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 2、ｿﾒｲﾖｼﾉ 3 本） 

小里城址（ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 10 本） 

植樹祭等行事 日吉町天狗塚の里山教室で木工ｷｯﾄ（ペン立て 17 個） 

緑化の普及啓発 間伐材積み木を配布（市内幼稚園 32 ｾｯﾄ） 

 

恵那市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、学校募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 公共施設に植栽する苗木を配布（ｱｼﾞｻｲ 10、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ

20、ｲﾁｮｳ 4、ｵｵﾓﾐｼﾞ 8、ｶﾜﾂﾞｻﾞｸﾗ 8、ｶﾝｺｳﾊﾞｲ 4、ｸｽﾉ

ｷ 4、ｼﾀﾞﾚﾓﾓ 25、ｺﾅﾗ 4、ｻｶｷ 95、ｻﾙｽﾍﾞﾘ 20、ｼｷｻﾞｸﾗ

4、ｿﾒｲﾖｼﾉ 18、ﾄﾞｳﾀﾞﾝﾂﾂｼﾞ 63 本） 

みどりの少年団

育成 

みどりの少年団 11 団へ活動助成 

 

中津川市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、街頭募金、職場募金、企業募金 

森林整備事業 蛭川地区市有林整備団体へ助成 

福岡中学校森林教室（間伐体験） 

緑化推進事業 公共施設の緑化 

 

各地区の公共施設へ植栽用苗木配布（ｻﾗｻﾄﾞｳﾀﾞﾝ 10、

ｻｻﾞﾝｶ 2、ｱｼﾞｻｲ 21、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 205、ﾊﾅﾓﾓ 105、ｼﾀﾞﾚｻﾞ

ｸﾗ 1、ｼﾀﾞﾚｳﾒ 1 本）、卒業・卒園記念植樹苗木配布（ﾊ

ﾅﾓﾓ 12、ﾊｸﾓｸﾚﾝ 1、ｸﾙﾐ 1、ﾋｲﾗｷﾞ 1、ﾎｵﾉｷ 1、ｿﾖｺﾞ 1、

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 4、ｲﾛﾊﾓﾐｼﾞ 5、ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 10 本）、坂下小学

校・中学校緑化活動助成、道の駅賤母施肥管理、夕森

公園下刈・施肥、加子母むらづくり協議会緑化助成、

付知町区長会花木植栽助成、付知町優良材生産研究

会苗木配布助成、等 

みどりの少年団 

育成 

みどりの少年団活動に助成（苗木小、神坂小、落合中

学校） 

緑化の普及啓発 公共植樹用樹木名板作成 140 枚 

市内幼稚園・保育園へﾚﾝｶﾞ積み木（100 ﾋﾟｰｽ）26 ｾｯ

ﾄを配布 

 

 



 

 

 

 

下呂市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 萩原町内植栽（ｼﾀﾞﾚｻﾞｸﾗ 21、ﾔﾏｻﾞｸﾗ 10 本） 

雨情公園・B&G 海洋センター植栽（ﾖｳｺｳｻﾞｸﾗ 5、 

ｼﾞﾝﾀﾞｲｱｹﾎﾞﾉｻﾞｸﾗ 5、ﾊﾅﾓﾓ 18 本） 

 

高山市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金、企業募金、その他 

森林整備事業 上宝中尾ｱｼﾞｻｲロード植栽（ｱｼﾞｻｲ 30 本）、一重ケ根

沿道景観整備（ﾒｸﾞｽﾘﾉｷ 36 本）朝日黒川天満神社（ｼ

ﾀﾞﾚｻﾞｸﾗの樹勢回復） 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 市内小学１年生へ木製ものさし 15cm 作成・配布

3,150 本 

 

飛騨市緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 公共施設の緑化 第 41 回県みどりの祭り記念植樹雪囲い（山之村小学

校） 

植樹祭等行事 高野森の子会記念植樹（高野スキー場跡地） 

ﾔﾏｻﾞｸﾗ 1 本 

緑化の普及啓発 広葉樹の木育教室三角ｽﾂｰﾙ 10基、ﾐﾆﾍﾞﾝﾁ 10基、 

ｻｸﾗのつみきﾊﾟｽﾞﾙ 15組 

 

白川村緑化推進委員会 

緑の募金活動 家庭募金、職場募金 

緑化推進事業 緑化の普及啓発 普及啓発用製品作成（消毒液設置用ﾃｰﾌﾞﾙ 4 基） 

 

 

 

５ 国土緑化推進機構交付金 

   「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」第１８条の規定により、寄附金の

一部を公益社団法人国土緑化推進機構へ交付した。 

 

    交付額  １３６万円（緑の募金総額×２％+２５万円） 

 

 

  



 

 

 

 

Ⅲ 緑の基金事業（公益目的事業３） 

 「岐阜県緑の基金」の運用益を活用して、森林を守り育てる県民運動の展開、ボランティ

ア緑化活動への協力、みどりの少年団の育成及びその指導者の育成確保、学校・公園等の緑

化推進等に関する事業を実施した。 

 

１ 森林を守り育てる県民運動の展開 

（１）森林や緑化関係イベントへの後援 

   県や市町村（支部）が行う県民や市民を対象とする植樹祭、シンポジウムなど、森林

や緑化推進に関するイベントを後援し、森林を守り育てることの意義をＰＲする。 

     該当なし。 

（２）高額寄附者感謝状贈呈 

「緑の基金」へ高額な寄附（１０万円以上）をいただいた方に感謝状を贈呈する。 

     該当なし。 

 

２ ボランティア緑化活動への協力 

  森林づくりボランティア等が行う森林整備や緑化活動へ協力する。 

     該当なし。 

 

３ みどりの少年団の育成及び指導者の育成確保 

 （１）みどりの少年活動強化事業 

① みどりの少年団活動発表大会 

     県内のみどりの少年団を対象に、日頃の活動などを発表し、少年団の育成と交流

を促進するため、県と共催で「岐阜県みどりの少年団活動発表大会」の開催を計画

したが、子どもたちを集めて開催する通常の方式やＷｅｂでも開催できなかった

ため、発表の様子を動画に収録したものを審査する方式で開催した。 

      開催時期  令和４年２月 

      参 加 団  中野方小学校みどりの少年団（恵 那 市）（最優秀賞） 

北方小学校みどりの少年団  （揖斐川町）（優 秀 賞） 

城山小学校みどりの少年団  （海 津 市）（奨 励 賞） 

 

審査の結果、最優秀賞に中野方小学校みどりの少年団、優秀賞に北方小学校みど

りの少年団、奨励賞に城山小学校みどりの少年団が選ばれたが、北方小学校みどり

の少年団、中野方小学校みどりの少年団は、国土緑化推進機構の規定により推薦で

きないので、城山小学校みどりの少年団を優良少年団として令和４年度に公益社

団法人国土緑化推進機構へ推薦することにした。 

また、副賞として各団へ図書カード及び火おこし器を贈るとともに、参加記念品

として、木工キットを参加団員全員に贈った。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ② 全国緑の少年団活動発表大会 

     中野方小学校みどりの少年団（恵那市）がみどりの奨励賞（国土緑化推進機構理

事長賞）を受賞し、第４４回全国育樹祭（北海道札幌市）の併催行事である「全国

緑の少年団活動発表大会」に参加して活動発表を行った。全国育樹祭の式典行事の

緑の贈呈で、木育の玉手箱を地元のみどりの少年団から贈られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）みどりの少年団活動促進事業 

    みどりの少年団が行った活動実績（緑化活動、奉仕活動、森林教室等）並びに緑化

関係イベントへの参加に対して助成した。 

 

（３）緑の少年団指導者研修交流会への参加 

    全国緑の少年団連盟が主催する「緑の少年団指導者研修交流会」が令和３年１２月

から令和４年２月にかけてＷｅｂにより開催された。 

 

（４）みどりの少年団の新規結成 

   次の４つのみどりの少年団が新規に結成されたので、団旗を作成し、引渡した。 

 

みどりの少年団名 結成日 団員数 

武並小学校みどりの少年団 令和３年 ４月１日 ５年生３５名 

恵那北中学校緑化少年団 令和３年 ４月１日 全校８２名（１年１７名） 

カキの栽培体験 

城山小学校みどりの少年団 

徳山ダム上流の植樹活動 

北方小学校みどりの少年団 

木の駅プロジェクト活動 

中野方小学校みどりの少年団、 

中野方小学校みどりの少年団、（札幌市にて） 木育の玉手箱 



 

 

 

 

長森西小学校みどりの少年団 令和３年１０月１日 ３年生７８名 

付知南小学校みどりの少年団 令和３年１１月１日 ５年生２７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 学校、公園等の緑化推進と緑化木の提供 

（１）公共施設等緑化推進事業 

    学習環境や生活環境の向上のため、学校や公園などの公共的な施設において、緑化

木の植栽や整備などを行った。 

 

支部 内     容 数量 

北方町 清流平和公園にヤマボウシを植栽 ３本 

郡上市 大和町の古今伝授ﾌｨｰﾙﾄﾞﾐｭｰｼﾞｱﾑにボタン苗を植栽 ５２本 

 

 

５ 公共施設等の木造化の普及促進 

    該当なし 

  

武並小学校みどりの少年団 

 

恵那北中学校緑化少年団 

長森西小学校みどりの少年団 付知南小学校みどりの少年団 



 

 

 

 

Ⅳ 法人会計 

１ 委員会運営事務 

   総会、役員会、その他管理運営に関する業務を実施した。 

 

 （１）監事会 

    令和２年度の業務及び財産の状況調査、社員総会へ提出しようとする議案及び書

類に関する監査並びに監査報告書の作成を行った。 

    開催日  令和３年４月２７日（火） 

    場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

    出席者  監事現在数 ３名 出席３名 

 

（２）理事会 

   ①令和３年度第 1 回通常理事会 

    令和３年度第１回通常理事会を開催した。 

     開催日 令和３年５月７日（金） 

     場 所 岐阜市 ぎふ森林文化センター 

     出席者 理事現在数１７名 出席１７名 

         監事現在数 ３名 出席 ３名  

     議 案 第１号議案 令和２年度事業報告の承認について 

         第２号議案 令和２年度正味財産増減計算書、貸借対照表及び 

これらの附属明細書並びに財産目録の承認について 

         第３号議案 令和３年度事業計画並びに収支予算書の変更の承認 

について 

         第４号議案 理事の辞任に伴う理事候補者の選出について 

         第５号議案 第１０回定時総会に附議すべき事項の決定について 

         第６号議案 第１０回定時総会の招集について 

     決 議 第１号議案～第６号議案について、原案どおり承認された。 

     報告事項 第１号 理事の辞任について 

          第２号 職務の執行状況の報告 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条 

第２項関係） 

 

②令和３年度第２回通常理事会 

    令和３年度第２回通常理事会については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

観点から、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条並びに定款第４０

条の規定に基づき、書面により決議の省略による開催とした。 

 

    決議事項 第１号議案 令和４年度事業計画及び収支予算の承認について 



 

 

 

 

         第２号議案 会費規程の改正について（正会員の年会費の額の改正に

ついて） 

    報告事項 第１号 代表理事及び理事の辞任について 

第２号 職務の執行状況の報告 

（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９１条第２項関係） 

      なお、報告事項のうち、第２号 職務の執行状況の報告は、一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律第９８条第２項並びに定款第４１条第２項の規定に

より、理事会への報告を省略できないので、令和４年度第１回通常理事会におい

て報告することとした。 

 

    理事会へ提案書を発出した日       令和４年２月 ２日 

    理事会の決議があったとみなされた日   令和４年２月１８日 

 

     令和４年２月１８日までに、理事１７名全員から書面により同意の意思表示を

得、監事３名全員から書面により異議がないとの意思表示を得たので、一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律第９６条並びに定款第４０条の規定に基づき、

決議事項を可決する旨の令和３年度第２回通常理事会の決議があったものとみな

された。 

 

 

 （３）第１０回定時総会 

    第１０回定時総会を開催した。 

     開催日  令和３年６月４日（金） 

     場 所  岐阜市 ぎふ森林文化センター 

     出席者  総会員の議決権数 ８０個 出席会員の議決権数 ６８個（委任状

によるものを含む） 

     議 題 

  第１号議案 令和２年度正味財産増減計算書、貸借対照表及びこれらの附

属明細書並びに財産目録の承認について 

  第２号議案 理事の選任について 

  決 議 

 第１号議案及び第２号議案について、原案どおり可決された。 

報告事項  

  第１号 令和２年度事業報告について 

  第２号 令和３年度事業計画及び収支予算について 

  第３号 令和３年度資金調達及び設備投資の見込みについて 

 

 



 

 

 

 

 

２ その他事務 

  ホームページを活用した情報公開を積極的に進めるなど、開かれた法人として管理

運営事務、会計事務、広報事務、調整事務などを実施してきた。 

また、通常の方式で開催した監事会、理事会、定時総会については、マスクの着用、

手指の消毒、換気、人との間隔の確保、アクリル板の設置など、新型コロナウイルス感

染防止対策を講じた上で開催した。 

 

 

 

 


